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TOPインタビュー
コロナ禍における2021年3月期の取り組みと展望を聞く

新型コロナウイルス禍での対応に関して
―新型コロナウイルスの影響を受けてグループ各社苦戦し
ていると思いますが、いかがでしょうか？
福永：新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を受
けて、当社グループにおいても医療機関にて治験を実施す

る㈱新薬リサーチセンターの臨床試験事業や、㈱ＴＧＭの
機械販売事業が、今年２月から今上期にかけて顧客・取引
先の動きがストップし、大きなダメージを受けました。ま
た、世の中が外出自粛、テレワーク等大きく変化する中
で、従前行ってきた訪問営業というスタイルも変化せざる
を得ず、第１四半期においては、創薬支援事業全般の営業
活動について、例年のようなスタートダッシュをかけるこ
とができませんでした。第２四半期以降は、世の中が感染
リスクを抑えつつ経済活動を再開する方向に転じたことを
受けて、収益は徐々に回復しつつありますが、寒い季節に
突入する中で新型コロナウイルス感染症がまた猛威を振る
う可能性もあり、予断は許さない状況だと考えています。

過去２期間の業績及び2021年３月期業績予想値（2020年11月12日公表値）
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一方で、外出・外食自粛およびテレワーク推進の影響を

業が存在し、その損益が相殺している中で、この安評セ

受け、ＥＣ事業にて家電販売を展開する㈱アウトレット

ンターの再生の目途がついたことで、今期業績大幅改善

プラザ、同じく高級洋食器の輸入販売を展開するギャ

が実現できると見込んでいます。

ラックス貿易㈱は利益面では堅調に業績が推移しまし
た。ＥＣ事業の営業利益は第２四半期累計で前年同期比

リスク分散と経営資源の集中を推進

で４倍増となっています。また、創薬支援事業の中でも

―今後、重点を置く取り組みはなんでしょうか？

診断解析サービスについては、いち早く取り組みを開始

福永：新型コロナウイルス感染症拡大は当社グループを

したことも奏功し、ＰＣＲ検査が創薬支援事業全体の損

含め様々な業界に今までにない強い外部環境リスクを認

益を下支えすることが出来ました。

識させました。そして、今後もグループは様々なリスク

このように創薬支援事業セグメントおよびＴＧＢＳ事業

に直面していくことになると思いますので、様々なリス

セグメントの両方でコロナ禍に強い事業と弱い事業とが

ク環境下においても、グループの存続、成長・発展を可

相殺した結果、先月11月12日に行った第２四半期の決算

能にするグループ体制構築が重要になると考えていま

発表では、数値自体は前年同期と比較してほぼ変わらな

す。そのため、今後もリスク分散と事業運営の一層の効

い結果となりました。

率化に取り組んでいきたいと考えています。

上期は、コロナ禍でも前期並みの数値
を維持。今期は過去最大利益を見込む

リスク分散については、コア事業（創薬支援事業）とは
領域の異なるＴＧＢＳ事業において、投資先の収益の安
定性・永続性をより一層厳しく選別し、引き続き収益基

―確かに、数値だけ見ますと去年と変わりませんね。それでは

盤の拡大強化を図る方針です。

2021年3月期の計画の進捗具合はいかがですか？

一方でコア事業である創薬支援事業については、これま

福永：2021年３月期業績予想に関しては、新型コロナウ
イルスがグループ事業に与える影響について、正直申し
上げて予測できなかったこともあり、公表は先月の第２
四半期決算発表時となりました。前述のとおり、第２四
半期における業績数値は昨年とあまり変わりない数値な
のですが、通期の業績予測数値は営業利益、経常利益、
最終利益、いずれも大幅改善の過去最高数値を予測して
います。株主の皆さまには、違和感があるかもしれませ
んが、この数値予測では、まず、第一に下半期もＥＣ事
業およびＰＣＲ検査が引き続き堅調に推移することを織
り込んでいます。ＥＣ事業に関しては例年クリスマス
シーズンが売上のピークになる傾向があることと、ＰＣ
Ｒ検査については寒さの厳しい冬場に検査数が増加する
ことが想定されます。実際に、北海道のＰＣＲ検査数は

でトータル創薬支援グループ構築を目指し積極的に関連
事業のＭ＆Ａ等を進めてきました。この結果、売上・利
益の中核であるＣＲＯ事業については複数社がグループ
内に存在し、固有の技術・サービスを展開している他、
一部重複サービスも存在しています。この重複サービス
に関しては、特定の会社に集約を進める他、シナジー効
果が見込める事業体についてはグループ内再編も進める
方針です。また、ＴＧＢＳ事業だけでなく創薬支援事業
分野についても引き続きＭ＆Ａを活用し、効率的に業界
屈指の事業規模・技術を有する事業体の構築を進めたい
と考えています。そして、安定的な収益の拡大を図りつ
つ、当社グループならではの事業展開を推進し、オン
リーワンの企業体となって社会に貢献していきたいと

願っています。

秋以降から増加傾向にあります。

―最後に、株主・関係者の皆様へのメッセージをお願い

そして、第二に創薬支援事業の柱であるＣＲＯ事業につ

いたします。

いては、比較的コロナ禍の影響を受けなかった安評セン
ターがここまで受注を堅調に積上げており、下半期に連

福永：経営基盤の強化および安定確保を目的として、コ

結利益を押し上げるものと予測しています。

ア事業である創薬支援事業の強化および収益構造の多様

昨年、連結営業利益が大幅減益となったのは再生途上に

化に努めて参りましたが、その成果が、このコロナ禍に

あった安評センターの赤字負担が大きかったことが原因

おいて具現化しつつあります。株主・関係者の皆さまの

です。今期は、創薬支援事業およびＴＧＢＳ事業の双方

ご期待に沿えるよう前進を続けてまいりますので、引き

において、コロナ禍の影響を受けた事業とそうでない事

続きご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
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グループ会社見学
株式会社安評センター
「安全性評価をとおして、より良い社会の実現を」

2018年４月からグループに参加
安評センターは、1978年に設立された公益財団法人食品
農医薬品安全性評価センターが前身で、40年以上の業歴
を誇っています。トランスジェニックグループには2018
年4月から参加しました。ＧＬＰ（Good Laboratory
Practice：優良試験所基準）および ＡＡＡＬＡＣイン
ターナショナル（国際実験動物ケア評価認証協会）の認
証施設で、科学性と信頼性に基づいた安全性評価を通じ

JR東海道本線 磐田駅から7km、遠州灘を臨む福田工業団
地の一角に所在し、サッカーフィールド約5面分の広大な
敷地を擁しています。

て社会に貢献することを使命とし、医薬品、食品、食品
添加物、農薬、一般工業化学物質等の化学物質や医療機

が任命され、試験計画書、試験実施，報告書を調査、勧

器、医療材料、再生医療等製品等の安全性を評価するた

告、再調査すること、他にも設備や機器の使用管理、生

めの各種試験研究を受託しています。

データ・標本等の整備保存、動物の飼育管理、被験物

各種ＧＬＰ、AAALACを認証取得

質・対照物質の取扱いなど多岐に渡る運用管理が求めら
れます。安評センターの社員はこのＧＬＰに関する基準

受託試験を行う上で、その試験の報告書がクライアント

を満たして業務に従事できるよう教育訓練を受け、日々

の各種申請（例えば新薬承認申請）に用いられることか

精進しています。また、ＡＡＡＬＡＣインターナショナ

らも、適切な管理、品質、信頼性を確保して実施される

ル（国際実験動物ケア評価認証協会）による動物実験施

必要があります。そこで、安評センターでは、各種ＧＬ

設の認証を受けており、優良認定されています。

Ｐを認証取得しています。例えば医薬品ＧＬＰとは医薬
品の安全性試験の実施に関する基準のことで、厚生労働
省の省令で、非臨床試験(動物試験等)における遵守事項
が定められており、試験を適性に実施することや関連す
る資料の信頼性を確保することを目的としています。遵
守事項には、運営管理者が試験施設の運営管理、標準操
作手順書(ＳＯＰ)の作成・記録・保存を行うことや、試
験責任者が試験計画書を作成・承認を受け、試験実施が
試験計画書および標準操作手順書を遵守しているかを精
査し、信頼性が保証された生データを基に最終報告書を
作成すること、信頼性保証部門は、試験関係者以外の者
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AAALACインターナショナル
（国際実験動物ケア評価認証協
会）による動物実験施設の認証

グループ会社見学

多種多項目の試験に対応
安評センターで実施可能な試験は、
以下のように多種多項目にわたっています。
一般毒性試験
発がん性試験

●単回投与(急性)毒性試験
●反復投与(亜急性)毒性試験
●慢性毒性試験
●がん原性(発がん性)試験
●慢性・発がん性併合試験

遺伝毒性試験

●細菌を用いる復帰突然変異試験
●In vitro遺伝子突然変異試験（MLA）
●ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験
●In vitro小核試験（TK6）
●In vivoコメットアッセイ
●トランスジェニック動物を用いる
in vivo遺伝子突然変異試験
●げっ歯類を用いる小核試験
（マニュアル，フローサイトメトリ－）
●コンビネーション試験
（コメットアッセイ＋小核試験）
●皮膚／消化管を用いる小核試験

生殖発生毒性
試験

●妊娠前および妊娠初期投与試験
（Seg-Ⅰ/StudyA）
●器官形成期投与試験（Seg-II/StudyC）
●周産期および授乳期投与試験
（Seg-Ⅲ/StudyB）
●催奇形性試験
●繁殖試験
●Repro Tox
●簡易生殖試験
●発達神経毒性試験

環境毒性試験

●魚類急性毒性試験
●オオミジンコ急性遊泳阻害試験
●オオミジンコ繁殖試験
●ムレミカヅキモ生長阻害試験
●全排水毒性WET試験
●ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験
●コウキクサ生長阻害試験

短期特殊毒性
試験

●埋植試験
●全身毒性試験
●発熱性試験
●溶血性試験
●眼刺激性試験
●皮膚刺激性試験
●皮内反応刺激性試験
●頬袋粘膜刺激性試験
●抗原性試験
●皮膚感作性試験
●皮膚光毒性試験
●皮膚光感作性試験
●皮膚累積試験

その他

●薬理薬効試験
ラット・マウス・イヌ・ウサギ・モルモット
●免疫毒性試験
●核型分析
●軟寒天コロニー形成試験
●造腫瘍性試験
●担がん動物薬効試験
●細胞形質転換試験
●細胞毒性試験
（コロニー形成阻害，MTTアッセイ）

様々な試験に対応できる構造となっている第２試験棟。
津波災害も想定し、対応できる造りとなっています。
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25,200匹のマウスの飼育が可能
試験動物の収容能力は、主となる第２試験研究棟で最大
25,200匹（マウス換算）を飼育することができます。動
物種としては、ラット、マウス、ウサギ、モルモットな
ど、投与経路としては、経口（強制、混餌）、静脈内、
皮内、皮下、腹腔内、気管内など、多様な選択肢を用意

しています。

解剖室（写真上）
スライド標本作製の薄
切の様子（写真左）

マウス・ラットの飼育
ケージ。
顧客要望によって試験
ごとに使い分けて対応
します。

充実の設備で各種分析も実施
各種分析も行っており、生体試料分析では、ラット、マ
ウス、イヌ、ウサギ、モルモット等の生理学、薬理、毒
性実験などで一般的に用いられる動物種での臨床検査
［血液学的検査（機器分析・血液塗抹標本を用いた鏡
検）、血液生化学的検査、尿検査・骨髄検査］や生体試

また、中動物試験棟では、イヌ/ウサギで160頭とサル80

料中の被験物質や生体成分の分析を受託しています。物

頭を飼育することができる環境を有しています。マウス

性分析では、サンプルのスペクトル測定、水分・灰分・

やラットといった小動物から中大動物での試験も一気通

含量分析などが可能です。汎用臨床検査用機器だけでな

貫で実施することが可能です。

く、ＨＰＬＣ－ＵＶ／ＶＩＳ／ＲＩ／ＦＬ、ＧＣ－ＦＩ

薬剤投与後の動物に関しては、体重・体温測定、摂餌量

Ｄ、分光（蛍光）光度計、フーリエ変換型赤外分光光度

測定、⾎液学的検査、尿検査、眼科学的検査、臓器重量

計（FT-IR）、動粘度計、水分計、灰化装置、フローサ

測定、⼼電図測定、⾎圧・⼼拍数測定、テレメトリー解

イトメーター、リアルタイムＰＣＲ、ＤＮＡシークエン

析、病理組織学的検査などを提供しています。

サーなどの様々な機器を取り揃え、様々な分析依頼に対
応しています。
HPLC
（高速液体クロマ
トグラフィ）

試験室は厳格に区画整理されており、
クリーンエリアと非クリーンエリアの廊下は色分けさ
れています。（写真はクリーンエリア）

LC-MS/MS
（化合物を液体クロマ
トグラフィ（LC）にて
分離し、分離された物
質を質量分析装置
（MS）にてイオン化し
分析する過程を２段階
行い、高精度で分子を
同定する装置。）
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グループ会社見学
安評センターでは遺伝毒性試験も実施しています。遺伝
毒性試験とは被験物質の発がん性や遺伝子障害を予測す
るために行う試験で、年間200件以上の試験を実施して

遺伝毒性試験や環境毒性試験
も数多く実施

います。突然変異試験としては、ヒスチジン要求性ネズ

化学物質の安全性評価は、ヒトの健康に対する影響だけ

ミチフス菌とトリプトファン要求性の大腸菌に、多用量

でなく、生態系の各種生物への影響も考慮されなければ

段階の被験物質を作用させて復帰変異コロニー数をカウ

なりません。安評センターは、様々な環境毒性試験に取

ント・確認する「細菌を用いる復帰突然変異試験（Ames

り組んでいることもひとつの特長になっています。農薬

試験）」、哺乳動物個体内で多臓器の遺伝子突然変異を

の登録申請に用いる水産動植物影響試験の急性3点セッ

評価できる「トランスジェニックげっ歯類の体細胞およ

ト（魚類急性毒性試験、ミジンコ類急性遊泳阻害試験、

び生殖細胞を用いた遺伝子突然変異試験（TGR）」、培

藻類生長阻害試験）や試験水中被験物質濃度の測定が必

養終了後にTFT耐性変異体コロニーを計数することで被

須とされる農薬原体の試験などの数多くの環境毒性試験

験物質の遺伝子突然変異誘発能を調べる「マウスリン

に関する受託実績があります。敷地内にはコイの養魚池

フォーマTK試験」を行っています。また、染色体異常試

も備えており、試験に適切な稚魚を供給することができ

験として、増殖期にあるほ乳類の培養細胞または初代ヒ

ます。他にも、ヒメダカ急性毒性試験、ユスリカ幼虫急

トリンパ球に、数用量段階の被験物質を暴露し、標本を

性遊泳阻害試験、コウキクサ生長阻害試験などに対応し

顕微鏡観察して、染色体異常の有無を調べる「ほ乳類細

ています。

胞を用いる染色体異常試験」を、in vitro小核試験とし
て、スライド標本で間期細胞の細胞質中にみられる小核
を観察する「ほ乳類培養細胞を用いるin vitro小核試験
（MNvit）」、ラット，マウスなどのげっ歯類に数用量
段階の被験物質を投与し、一定期間後に骨髄または末梢
血を採取して幼若赤血球中にみられる小核を観察する
「げっ歯類を用いる小核試験」を行っています。
他にも、DNA損傷を有した核がその損傷の度合いによっ
て電気泳動後の画像が、尾を引いた彗星（コメット）の
様相を呈し，その状態を画像解析する「コメット試験」

に取り組むなど、多様なニーズにお応えしています。
コイの飼育池の様子

このような施設と技術、高品質な試験実施によって、
2019年度は187件のＧＬＰ適用試験を含む574件もの試験
を受託し実施いたしました。

今後も、新たな取り組みも踏まえ、より良い社会の実現
に貢献してまいります。

ヒメダカ
試験（写真上）
コウキクサ
試験（写真右）

株式会社安評センター

設 立 2018年４月
代表者 福永 健司
資本金 100百万円
本 社 静岡県磐田市塩新田582-２
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キーパーソンに聞く
福永健司×北島俊一
当社代表取締役の福永が、当社グループ会社の
キーパーソンと対談し、グループ各社の魅力を引き出します。
第２回は、当社ＣＲＯ事業本部担当取締役であり、
新薬リサーチセンター、安評センターの取締役である

北島 俊一 氏です。
請手続き、最後に、販売後も引き続き副作用や有効性な

どを調べる市販後臨床試験・調査が第５段階となりま
す。ＣＲＯはこれらの５段階の開発過程のうち、基礎・
探索研究以外の非臨床から市販後調査までの一部あるい
はすべてを請け負うことになります。
福永：広範囲にわたる開発支援になりますね。では、非
臨床ＣＲＯ企業が生まれた背景といつ頃から始まったの
か教えてください。
福永：まずは、多くの株主様にＣＲＯ事業への更なるご
理解をいただくために、ＣＲＯとはどういう役割を果た

北島：創薬に関わる基礎知識や技術が必要ですので、も

すものかご説明お願いします。

ともと製薬企業内ですべて実施されていました。しか
し、基礎研究から動物実験、臨床試験、製造、販売まで

北島：ＣＲＯは医薬品開発業務受託機関Ｃontract

すべて自社で行ってしまうと、多くの人を雇い、資金投

Ｒesearch Ｏrganizationの略称で、企業、医療機関、

入する必要があります。開発競争は激しく、研究開発に

行政機関等の依頼により、医薬品、医療機器、食品、化

は時間とお金がかかり、同時にいくつものパイプライン

粧品、農薬等の開発に関わる業務を、受託して支援する

があると、効率的に開発を進めることが困難になりま

企業です。

す。それなら、外に出せる部分をアウトソーシングしよ

例えば、医薬品の開発過程を５段階に分けて説明します

うと考えるようになったのだと思います。さらには、医

と、まず第１段階が創薬プロセスの上流にあり、有用性

療費抑制のために薬価引き下げが求められる一方で、研

の高い薬の候補化合物を探し出す基礎・探索研究となり

究開発コストは増加していくことも、アウトソーシング

ます。病気の原因、発症メカニズムを究明し、そこから

化がさらに拡大していく理由になったと思われます。

創薬標的分子の同定、ライブラリー探索、そしてヒット

古くは、1970年に（財）食品薬品安全性センターや㈱化

化合物を評価しながら最適な構造式を検証し候補化合物

合物安全性研究所が非臨床ＣＲＯとしてスタートしてい

に仕上げていきます。第２段階は、非臨床試験と呼ば

ます。また、当社グループの新薬リサーチセンターは旧

れ、実験動物などを用いて薬理作用、副作用はどの程度

新薬開発研究所として1971年に、安評センターは旧

か、どのように吸収・代謝・排泄されるか、どのような

（財）食品農医薬品安全性評価センターとして1978年に

物性を持っているかなどを調べます。第３段階は、ヒト

設立され、いずれも老舗ＣＲＯの一員です。このように

に薬を投与し効果や副作用を調べる臨床試験です。そし

70年代から80年代前半までに多くのＣＲＯが日本で誕生

て第４段階として、厚生労働省への薬の製造承認のため

し、日本の創薬を支援、下支えしてきました。

の申
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また、非臨床試験において、「医薬品の安全性に関する

と、次の新規開発で薬理試験が来るまで受注が落ち込む

非臨床試験の実施基準」、いわゆる医薬品ＧＬＰを遵守

事態が起きてしまいます。それで、薬理試験だけでなく

して実施することが義務付けられています。日本におけ

安全性試験もセットで受注できるようにすることを模索

るＧＬＰは、アメリカのＧＬＰ施行に対応して、1976年

していた時に、静岡の公益財団法人食品農医薬品安全性

に日本製薬工業協会から「自主規制ＧＬＰ」が検討され

評価センターのＭ＆Ａに繋がりました。こうして創薬支

始め、1982年に厚労省から公表されています。非常に細

援企業としてシームレスなサービス提供ができる骨子が

かい手続き、ＳＯＰに基づく試験実施など多くの人手、

築かれていきました。

設備が必要になってきたことも、ＣＲＯの市場拡大につ
ながっていった背景の一つと考えられます。
福永：ＣＲＯは半世紀ほど前から始まっていたのですね。
では当社グループでのＣＲＯ事業の成り立ち、その特徴

は何でしょうか。
北島：トランスジェニック社がアカデミアや製薬企業の
基礎研究のための抗体、遺伝子改変マウスを受託作製す
る研究支援ベンチャーとして邁進していた頃、新規事業
としてＣＲＯ事業を立ち上げることになり、忘れもしな
い2011年３月11日から新規事業に関わり始めました。当

福永：試行錯誤しながら進めてきましたよね。事業所の
拠点が多いので苦労も多いでしょう。

時、神戸市がポートアイランドに先端医療技術の研究開
発拠点を整備している時期で、産官学連携により医療関
連企業が集約されつつありました。このポートアイラン
ド内に、抗体、核酸医薬品や再生医療の研究開発に必要
とされる霊長類を用いた薬理実験施設を立ち上げました。
ＣＲＯ業界に新規参入した当社がいきなり霊長類を用い

たＣＲＯ事業を打ち上げることで、業界にアピールした
かったのです。しかし、受注売上は思うように伸びませ
んでした。薬理試験に必要な霊長類疾患モデルの開発が
まだ不十分なため新薬開発への試験に使用されるチャン
スが増えなかった為です。この誤算を解決するためには、
これまでの疾患モデルを超えるようなヒトの病態を反映
した試験系開発に取り組む必要がありますが、これには
時間を要します。そこで、小動物の薬理試験の延長線上
に霊長類試験も可能にするＣＲＯをイメージしていた時、
小動物薬理試験に強みを持つ北海道の旧新薬開発研究所
をＭ＆Ａし、さらに抗体や核酸医薬品開発に必要な遺伝
子解析や分子病理を専門とする北海道のジェネティック
ラボをＭ＆Ａしました。それから、必死豆炭（福岡弁と
いうか、故郷の大牟田で使っていました）、基礎研究に
関わる遺伝子改変マウス作製から小動物・霊長類の薬理
試験、さらに遺伝子解析が可能な、日本では類のないＣ
ＲＯ事業を目指すようになりました。事業は徐々に軌道
に乗りつつありましたが、薬理試験が中心のＣＲＯ事業
ですので、医薬品開発のステージが薬理試験の場合は受

注が多く、それが安全性試験に開発ステージが移ります

現在、研究所は北海道に二か所、静岡と神戸にそれぞれ
一か所ずつあります。あと九州・四国・沖縄が加われば
全国に拠点を持つことになりますね。
それぞれの会社には長年培ってきた専門性の高いノウハ
ウがあり、それと独特の社風、クセもあるので、大変興
味深いです。動物実験技術者として技術力で作業現場を
束ねようと思っていましたが、それだけでは寂しいので、
最近はコロナ禍で困難になりましたが飲み会で絆を深め
ようと、事業所に赴くたびに居酒屋巡りになってました。
Ｍ＆Ａでグループ会社が増えていますが、現時点では統
合や、拠点を一か所にまとめる時期ではなく、それぞれ
の強みを最大限発揮してもらうことにまず取り組んでい
ます。最近のドラマでも旧Ｔと旧Ｓの内部派閥に腐心さ
れる頭取が描かれていましたが、統合には時期、必然性
それと相当の体力が必要ですね。
当社グループのＣＲＯ事業自体、日本の中では新興勢力、
しかもＭ＆ＡによるクラスターＣＲＯです。グループ各
社の施設管理やランニングコストを考えると、拠点を一

か所にまとめるのが良いように思えますが、今はまだ各
事業所の潜在能力はＭＡＸには至っておりませんので、
まだまだ各自努力、知恵を出す必要があると思います。
そのうち、強みが最大限になったと思い込み、そこが居
心地良いと感じてきたら危険ですし、取り残されること
になりますので、止まったら統合、まだまだ進んで行け
れば継続と、研究員達には意識させています。
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福永：楽しみながら事業を構築されてますね。今後、当

後はＣＲＯにアウトソーシングすることが主流になって

社グループの非臨床ＣＲＯ事業が目指すべき方向はどう

いたことがあげられます。また、アメリカのＣＲＯは創

考えますか。

薬ベンチャーに対して初期探索研究から候補化合物の最
適化、さらに臨床開発への橋渡しなどのサービスも提供

北島：当社グループの非臨床ＣＲＯ事業は、まだわずか

しています。これまでの日本のＣＲＯには、創薬の経験

１０年足らずの新興勢力、ＣＲＯベンチャーです。日本

があり、基礎・探索研究ステージから創薬支援サービス

で古くから創業されている他の非臨床ＣＲＯからします

を提供できるところはありませんでしたが、今後は、総

と、まだまだ技術、営業、売上ともに劣っていますが、

合創薬ソリューションプロバイダーとして様々なサービ

決して取り残されているわけではなく、始めたのが遅

スを提供できるＣＲＯが必要になる時代が来ると考えて

かっただけのことと解釈しています。これからもＭ＆Ａ

います。

や協業といった柔軟な戦術を使って、成長戦略を描き、

当社グループの創薬支援事業は、これからも顧客ニーズ

企業価値を高めるＣＲＯ事業に全集中して取り組んでい

に応えられるよう、最新技術や機器の導入とともに他社

きます。創薬支援企業として、これからも多くの技術を

には無いグループ連携によるサービス提供に取り組んで

取り入れ、国内外のレギュレーションに耐えうる、そし

いきますが、顧客目線に立って考えることができる人材

て信頼される事業を目指していかないといけませんね。

育成も増々重要になってくると感じています。そのため
の取組みの一つとして、２年前から立命館大学発の創剤
コンソーシアムに参加しています。
（http://www.ritsumei.ac.jp/research/center/consor
tium/souzai/）製薬企業だけでなく、合成、製剤、分析
技術などに特化した様々な企業が５０社ほど参加し、解
決すべき課題を共有して、産学連携のコンソーシアム型
共同研究を実施し、得られた成果を共有していくもので
す。このように社外の研究者との交流、研究企画、実験
などを通じてオープンイノベーションを社内に浸透させ
ていきたいと思います。

福永：そうですね。信頼を得てどんどん大きくなってい

福永：今日はどうもありがとうございました。グループ

きたいものです。では最後に、少し広い観点ですが、世

一丸となって邁進していきましょう。

の中のＣＲＯに求められる今後の姿はどう考えますか。

引き続きよろしくお願いいたします。

1978年、アメリカでＧＬＰが制定されましたが、その背
景にはサリドマイド薬害がありました。非臨床試験の安
全性試験に虚偽や捏造があったためです。それから４０

年ほど経過していく中で、製薬企業は投資抑制や動物愛
護の動向を受け、自社評価ではなく第三者による評価を
求め、ＧＬＰ適用試験のアウトソーシングが増加しまし
た。また、ＩＣＨ動向、試験データの電子化申請への対
応など、さまざまに情勢が変化する中で、ＣＲＯは柔軟
な対応が求められています。
沢山の非臨床ＣＲＯが生まれてきたわけですが、アメリ
カのＣＲＯ市場は比べ物にならないほど成長していきま
した。その背景の一つとしてアメリカでは、沢山の創薬
ベンチャーが上場し、彼らは基礎研究のみ実施し、その
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グループトピックス

ギャラックス貿易株式会社 は、2020年３月に当社グループに加入しました。
1984年（昭和59年）の会社創立以来、ヨーロッパの洋食器、銀器、クリスタル及びキッチン・ハウス用品のトップブランド
を現地から直輸入して、日本全国の輸入食器の専門店や百貨店、インターネットの各小売店及び卸問屋などに卸売販売をし
ています。
現在は、イッタラ、アラビア、ロールストランドやマリ
メッコ等の北欧ブランド、バカラやリーデル、ナハトマ
ン等のクリスタル製品、エルメス、マイセン、ヘレン
ド、ウェッジウッド等の高級洋食器、ル・クルーゼやス
トウブ等のキッチンウェアからクリストフル、ゲンセ、
クチポール等カトラリーまで、多岐にわたる領域とブラ
また、自社インターネット店舗、楽天やYAHOO！を始め

ンドを取り揃えています。また、壁紙等の建築資材や生

としたショッピングモールへの出店（合計６店舗）して

地等も大変好評で、人気商品に成長しています。

おり、近年のEコマースの一般普及にともない、業容を
拡大しています。

YAHOO! で月間第１位獲得
2020年９月には、出店店舗「イデール」がYAHOO！
ショッピングでキッチン部門の月間ベストショップに選
ばれました。これからも、お客様にご満足とうるおいを
ガントリークレーン

お届けするサービスを、心をこめて提供してまいりま

長年にわたる経験に裏打ちされた海外からの仕入力と商

す。

品の選定力、競争力のある価格、豊富な在庫で業界及び
個人のお客様に支持されています。

ギャラックス貿易株式会社
設 立 2003年８月
代表者 福永 健司
資本金 20百万円
本 社 東京都品川区勝島1-3-49
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おすすめスポット

トランスジェニックグループ社員による

遠州散歩

おすすめスポット紹介
全国にあるグループ拠点から、社員が現地のおすすめスポットをご紹介します
今回は
安評センター管理本部の山口が
遠州のおすすめ情報をお届けします。

法多山尊永寺
安評センターから車で30分ほど北東へ、磐田のお隣の袋井市に法多山は
あります。725年に聖武天皇の勅で行基上人が開山したという由緒正し
い、歴史の深いお寺です。しかし、わたしたち静岡県民にとっては、法
多山といえば「だんご」なのです。普通のおだんごとは違って串に刺さ
れた細長いだんごが５つ連なっていて、１つずつはがして食べるのでは
なく繋がったまま一気に頬張るのが通例です。全国放送の情報番組でも
取り上げられていましたが、静岡県西部ではおみやげに持ち帰ると大変
喜ばれます。特に、季節ごとに出される期間限定だんごは大人気で、手
に入れるには長蛇の列に並ばなければ買えません。販売開始数時間前か
ら並ぶこともめずらしくないんですよ。毎年11月には「全国だんごまつ
り」が開催され、東北から九州まで全国のおだんごが大集合します。来
年以降は、みなさまもぜひお試しください！

遠江國一之宮 小國神社
磐田市の北東部、森町にある小國神社は1400年以上の歴史をもち、
徳川家康をはじめ多くの武将から篤い信仰を受けたと伝えられていま
す。深い森に包まれた荘厳な佇まいが訪れる人に安らぎを与えてくれ
ます。春から初夏には桜や菖蒲など色とりどりの花々が、夏は鮮やか
な新緑が目を楽しませてくれます。しかし、なんと言っても紅葉の季
節は言葉で表すのが難しいほどの見事さです。コロナ禍に見舞われる
前は、決してアクセスが楽ではない場所にあるにも関わらず、多くの
外国の方も訪れていました。神々しいまでに静寂な山あいで、紅や
黄、橙色の木々がそびえ囲む宮川に映し出される、そして川面に揺れ
るモミジには誰もが思わずシャッターを切ってしまうことでしょう。
ご訪問の際にはぜひ近くの「久米吉」さんにお立ち寄りください。
とっても美味しい蒟蒻を数多く販売されていますので、お土産にもお
すすめです！

～編集後記～
最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。
今後もトランスジェニックグループを皆様にご理解いただくためわかりやすく情報発
信してまいりたいと思います。引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。
株式会社安評センター
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